
書店名 住所 電話番号

12月上旬開始 宮崎県 蔦屋書店宮崎高千穂通り 宮崎市橘通東４－８－１ 0985-61-6711

1月上旬開始

岩手県 ＭＯＲＩＯＫA　ＴＳＵＴＡＹＡ 盛岡市本宮4丁目40番20号 019-613-2588

福島県 宮脇書店ヨークタウン野田店 福島市野田町４－１－３ 024-533-0600

宮城県 ジュンク堂書店仙台ＴＲ店 仙台市青葉区中央３－６－１ 022-265-5656

丸善仙台アエル店 仙台市青葉区中央１－３－１ 022-264-0151

蔦屋書店仙台泉店 仙台市泉区大沢2-12-4 022-772-2011

紀伊國屋書店仙台店 仙台市太白区長町７－２０－３ 022-308-9211

東京都 山下書店渋谷南口店 渋谷区渋谷３－１９－１ 03-5778-0539

神奈川県 あおい書店川崎駅前店 川崎市川崎区駅前本町８ 044-233-6518

有隣堂横浜駅西口店 横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ 045-311-6265

千葉県 蔦屋書店茂原店 茂原市六ツ野八貫野2785番1 0475-27-2332

栃木県 ハートブックス黒磯店 那須塩原市下厚崎２６４－５ 0287-62-1616

埼玉県 ジュンク堂書店大宮高島屋店 さいたま市大宮区大門町1-32-7F 048-640-3111

東京旭屋書店イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区大門３７１０ 048-812-2215

東京旭屋書店新越谷店 越谷市南越谷１－１１－４ 048-985-5501

群馬県 ブックマンズアカデミー前橋店 前橋市大渡町２－３－１ 027-280-3322

石川県 金沢ビーンズ明文堂 金沢市鞍月５－１５８ 076-239-4400

新潟県 ジュンク堂書店新潟店 新潟市中央区笹口１－１ 025-374-4411

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ北松本店 松本市渚１－７－１ 0263-24-1258

静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店 静岡市葵区鷹匠１－１－１ 054-275-2777

愛知県 精文館書店本店 豊橋市広小路１－６ 0532-54-2345

ＭＡＲＵＺＥＮ名古屋本店 名古屋市中区栄三丁目8番14号 052-238-0320

大阪府 紀伊國屋書店梅田本店 大阪市北区芝田１－１－３ 06-6372-5821

喜久屋書店東急ハンズ心斎橋店 大阪市中央区南船場３－４－１２ 06-4963-8558

喜久屋書店阿倍野店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１ 06-6634-8606

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 06-6626-2151

ブックファースト野田アプラ店 大阪市福島区海老江１－１－１７ 06-4796-8010

京都府 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都市南区八条通西洞院下ル九条鳥居口町 075-692-3331

ＭＡＲＵＺＥＮ京都本店 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251　 075-253-1599

兵庫県 旭屋書店ららぽーと甲子園店 西宮市甲子園八番町１－１００ 0798-81-6792

岡山県 啓文社岡山本店 岡山市北区下中野３７７－１ 086-805-1123

喜久屋書店倉敷店 倉敷市水江１ 086-430-5450

広島県 丸善広島店 広島市中区胡町５－２２ 082-504-6210

山口県 宮脇書店徳山店 周南市周陽１－２－２３ 0834-39-2009

福岡県 アカデミアサンリブシティ小倉店 北九州市小倉南区上葛原２－１４－１ 093-932-7711

喜久屋書店小倉店 北九州市小倉北区京町３－１－１ 093-514-1400

丸善博多店 福岡市博多区博多駅中央街１－１ 092-413-5401

未来屋書店直方店 直方市湯野原２－１－１ 0949-29-2280

佐賀県 紀伊國屋書店佐賀店 佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内２２ 0952-36-8171

宮崎県 旭屋書店イオンモール宮崎店 宮崎市新別府町江口８６２－１－２３２ 0985-60-3881

1月中旬開始 東京都 丸善丸の内本店 千代田区丸の内１－６－４ 03-5288-8881

紀伊國屋書店新宿本店 新宿区新宿３－１７－７ 03-3354-0131

神奈川県 八重洲ブックセンター京急上大岡店 横浜市港南区上大岡西１－６－１ 045-848-7383

千葉県 蔦屋書店イオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1-1 043-306-7361

群馬県 ブックマンズアカデミー高崎店 高崎市飯塚町１１５０－５ 027-370-6166

ブックマンズアカデミー太田店 太田市新井町５０２－２ 0276-40-1900

大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店 大阪市北区茶屋町７－２０ 06-6292-7383

広島県 ジュンク堂書店広島駅前店 広島市南区松原町９－１ 082-568-3000

徳島県 附家書店松茂店 板野郡松茂町中喜来前原東壱番越８－２ 088-683-4721

【専門料理書フェア実施店一覧】



2月上旬開始 岩手県 ジュンク堂書店盛岡店 盛岡市大通２－８－１４ 019-601-6161

福島県 みどり書房桑野店 郡山市下亀田１６－１６ 024-939-0047

山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋 天童市鍬ノ町２－３－４３ 023-658-8811

東京都 八重洲ブックセンター日比谷シャンテ店 千代田区有楽町１丁目２－２ 03-6206-1771

教文館 中央区銀座４－５－１ 03-3561-8447

八重洲ブックセンター本店 中央区八重洲２－５－１ 03-3274-4870

芳進堂ラムラ店 新宿区神楽河岸１－１ 03-3235-5111

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店 渋谷区道玄坂２－２４－１ 03-5456-2111

ジュンク堂書店池袋本店 豊島区南池袋２－１５－５ 03-5956-6111

久美堂本店 町田市原町田６－１１－１０ 042-725-1330

神奈川県 紀伊國屋書店横浜みなとみらい店 横浜市中区桜木町１－１－７ 045-640-3081

千葉県 東京旭屋書店船橋店 船橋市本町７－１－１ 047-424-7331

群馬県 紀伊國屋書店前橋店 前橋市文京町２－１－１ 027-220-1830

石川県 文苑堂書店示野本店 金沢市示野町８０街区１ 076-267-7007

ＫＣ 加賀市作見町ニ８２－１ 0761-72-7200

富山県 紀伊國屋書店富山店 富山市総曲輪３－８－６ 076-491-7031

喜久屋書店高岡店 高岡市下伏間江３８３ 0766-27-2455

新潟県 紀伊國屋書店新潟店 新潟市中央区万代１－５－１ 025-241-5281

蔦屋書店新潟万代店 新潟市中央区幸西３－１－６ 025-249-0066

静岡県 マルサン書店サントムーン店 駿東郡清水町玉川字芝添６１－２ 055-981-8855

戸田書店静岡本店 静岡市葵区紺屋町１７－１ 054-205-6111

愛知県 三省堂書店名古屋高島屋店 名古屋市中村区名駅１－１－４ 052-566-8877

らくだ書店本店 名古屋市千種区青柳町５－１８ 052-731-7161

ザ・リブレットイオン千種店 名古屋市千種区千種２－１６－１３ 052-745-8882

岐阜県 カルコス本店 岐阜市菅生８－７－２１ 058-294-7500

大阪府 ジュンク堂書店梅田ヒルトンプラザ店 大阪市北区梅田１－８－１６ 06-6343-8444

紀伊國屋書店グランフロント大阪店 大阪市北区大深町４－２０ 06-7730-8451

ジュンク堂書店天満橋店 大阪市中央区天満橋京町１－１ 06-6920-3730

紀伊國屋書店本町店 大阪市中央区安土町２－３－１３ 06-4705-4556

旭屋書店なんばＣＩＴＹ店 大阪市中央区難波５－１－６０ 06-6644-2551

旭屋書店天王寺ＭｉＯ店 大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 06-6773-0107

ジュンク堂書店上本町店 大阪市天王寺区上本町６－１－５５ 06-6771-1005

ジュンク堂書店難波店 大阪市浪速区湊町１－２－３ 06-4396-4771

大垣書店高槻店 高槻市芥川町１－２Ｃ－１１５号 072-684-8700

旭屋書店イオンモールりんくう泉南店 泉南市りんくう南浜３－１2 072-480-6501

京都府 ジュンク堂書店京都店 京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町20-1 075-252-0101

大垣書店イオンモール京都桂川店 京都市南区久世高田町３７６-1 075-925-1717

大垣書店烏丸三条店 京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町 075-212-5050

奈良県 旭屋書店イオンモール奈良登美ケ丘店 生駒市鹿畑町3027 0743-70-1505

喜久屋書店大和郡山店 大和郡山市下三橋町７４１ 0743-55-2200

兵庫県 ジュンク堂書店三宮店 神戸市中央区三宮町１－６－１８ 078-392-1001

ジュンク堂書店芦屋店 芦屋市大原町９－１－３０４ 0797-31-7440

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店 西宮市高松町１４－２－４０５ 0798-62-6103

岡山県 丸善岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町１－５－１ 086-233-4640

広島県 紀伊國屋書店広島店 広島市中区基町６－２７ 082-225-3232

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 安芸郡府中町大須２－１－１－３０２２ 082-561-0770

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ中万々店 高知市中万々８０９ 088-875-0320

宮脇書店高知大丸店 高知市帯屋町１－６－１ 088-802-8954

愛媛県 宮脇書店新居浜本店 新居浜市前田町８－８ 0897-31-0586

福岡県 ジュンク堂書店福岡店 福岡市中央区天神１－１０－１３ 092-738-3322

ＴＳＵＴＡＹＡ天神駅前福岡ビル店 福岡市中央区天神１－１１－１７ 092-717-6001

ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＳ ＴＥＮＪＩＮ 福岡市中央区今泉１－２０－１７ 092-738-7200

蔦屋書店コマーシャルモール博多 福岡市博多区東光寺町２－６－４０ 092-418-3900

紀伊國屋書店久留米店 久留米市新合川１－２－１ 0942-45-7170

熊本県 金龍堂まるぶん店 熊本市中央区上通町５－１ 096-356-4733

紀伊國屋書店熊本光の森店 菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ 096-233-1700

大分県 明林堂書店大分本店 大分市王子南町３５ 097-573-3400

ジュンク堂書店大分店 大分市中央町１－２－７ 097-536-8181

鹿児島県 ブックスミスミオプシア店 鹿児島市宇宿２－３－５ 099-813-7012



3月上旬開始 北海道 函館蔦屋書店 函館市石川町85-1 0138-47-2600

東京都 ジュンク堂書店　立川高島屋店 立川市曙町2-39-3 042- 525-2111

埼玉県 東京旭屋書店志木店 新座市東北２－３８－１０ 048-487-6165

愛知県 ジュンク堂書店ロフト名古屋店 名古屋市中区栄３－１８－１ 052-249-5592

大阪府 紀伊國屋書店京橋店 大阪市都島区東野田町２－１－３８ 06-4801-9255

ジュンク堂書店　大阪本店 大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ 06-4799-1090

京都府 大垣書店四条店 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町 075-253-0111

ブックファースト四条大宮店 京都市中京区四条通大宮西入ル錦大宮町121 075-803-4819

静岡県 マルサン書店イシバシプラザ店 沼津市高島本町１－５ 055-941-8305

広島県 廣文館金座街本店 広島市中区本通１－１１ 082-249-1611

福岡県 未来屋書店福津店 福津市日蒔野6-16-1 0940-38-5052

福家書店福岡木の葉モール橋本店 福岡市西区橋本２－２７－２ 092-407-2981


